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記号の見方、申込時に記載する必要事項は【15面】参照　特に記載のないものは11月1日㈮から受け付け

区版編集 緑区役所地域振興課 ☎043-292-8103 Ｆ043-292-8158緑区役所 ☎043-292-8111（代表）〒266-8733 千葉市緑区おゆみ野3丁目15番3 千葉市　緑区役所

緑保健福祉センター（緑区鎌取町226-1）
Ｍ11月1日㈮9：00から電話で、緑保健福祉センター健康課各班へ

特に記載のないものは予約制（当日受付不可）
詳しくは、

Ｔすこやか親子班  ☎292-2620　健康づくり班  ☎292-2630　こころと難病の相談班  ☎292-5066　Ｆ292-1804

千葉市　緑区健康課

　緑保健福祉センター健康課では、健康に関する相談や教室などを開催して
います。参加する際は、体調を確認の上、お越しください。

相談・教室 日　　時 対象者・定員 内　　容

母親＆父親学級
Ｔすこやか親子班

11/5㈫・11㈪・18㈪
9：30～12：00　全3回

来年４月ごろまでに出産する方
とパートナー
＊対象月でない方は要相談

友達づくりを中心に、妊娠や出産・育児についての学
習や実習。持ち物＝母子健康手帳、飲み物、歯ブラ
シ

栄養相談
Ｔ健康づくり班

11/5㈫・12㈫・21㈭・25㈪
9：30～15：00 特定保健指導中でない方 管理栄養士による生活習慣病予防の食事や離乳食・

幼児食についての個別相談

歯っぴー健口教室
Ｔ健康づくり班

①11/6㈬・②13㈬・③20㈬・
④27㈬、⑤12/４㈬
13：15～15：30　全5回

65歳以上の方
定員＝先着25人

健口体操や口腔ケアを学び、音楽を使った口腔機能
の向上を目指します。
＊①歯科医師講演会のみの参加も可

始めよう ! 健康ウオーク
Ｔ健康づくり班 11/8㈮10：00～12：00 運動制限のない方

定員=25人
集合・解散＝土気駅南口。料金＝60円。土気駅周辺を
4キロメートル程度歩きます。＊雨天中止

歯科相談
Ｔ健康づくり班

①11/11㈪9：30～15：00
②11/11㈪10：30～1４：00、
26㈫9：30～15：00

①乳幼児、②成人 むし歯予防・歯周病予防など、歯についての個別相
談。口臭が気になる方は、口臭の測定可

健康相談・卒煙相談
Ｔ健康づくり班

11/12㈫・18㈪・21㈭・25㈪
9：30～15：４5 特定保健指導中でない方 生活習慣病予防や健診結果の見方、卒煙（禁煙）方

法など個別相談
精神保健福祉相談
Ｔこころと難病の相談班

11/13㈬・21㈭
1４：00～16：00

心の健康でお悩みの方と家族　
定員＝各3人

憂うつ・眠れない・不安・ひきこもりなどの悩みにつ
いての専門医による個別相談

医師講演会
Ｔ健康づくり班 11/1４㈭13：30～15：00 区内在住の方

定員＝先着10人
テーマ「もっと知ろう ! 認知症」認知症の早期発見、
治療、予防について。会場＝土気あすみが丘プラザ

母乳教室
Ｔすこやか親子班 11/29㈮10：00～12：00 妊娠中の方

定員＝30人 助産師による母乳育児を楽しむための教室

親子講演会
Ｔすこやか親子班 12/2㈪10：00～12：00 ４～6歳の子どもを持つ保護者

定員＝20人
臨床心理士と保健師による、４～6歳の子どもの特徴
を踏まえた関わり方や、性についての講演会
＊託児あり（定員＝先着15人）

時短 ! クッキング
Ｔ健康づくり班 12/5㈭10：00～13：30 区内在住の方

定員＝20人
管理栄養士による手軽な調理法の紹介と調理実習
料金=600円　申込期限=11月27日㈬

今月の区役所休日開庁日
11月10日㈰9：00～12：30

市民総合窓口課�☎292-8109
市 税 出 張 所�☎292-8124

主な
開庁窓口

各種相談案内

相談はすべて無料。
緑区役所２階市民相談室で行います。
12：00～13：00は相談を行いません。

申込先・問い合わせ　緑区地域振興課
　☎292-8106�FＦ292-8159

電
話
相
談
も
可

相
談
は
面
談
の
み

法律相談…金銭賃借・相続・離婚など
　水曜日、11月25日㈪
 13：00～16：00
　�定員＝各8人（多数の場合抽選）。
　�各相談日の2週間前の9：00～1週
間前の17：00に電話。電子申請も
可。裁判所で訴訟、調停中のものは
不可。

住宅相談…不動産売買や賃借など
　11月18日㈪ 10：00～15：00
　�11月5日㈫9：00から電話で受付
（先着8人）。

くらし相談…日常生活上の心配ごと
　月～木曜日 9：00～16：00
　金　曜　日 9：00～15：00
交通事故相談…�損害賠償や示談の進

め方
　火　曜　日  9：00～16：00
　木　曜　日  9：00～15：00
＊�上記相談で面談をご希望の方は、
あらかじめお問い合わせください。

行政相談…国、県などへの要望・意見
　11月11日㈪ 9：00～16：00

鎌取コミュニティセンター
名画上映会「ゆずり葉の頃」
11月16日㈯10：00～12：00（9：30開場）
当日先着220人

MDS JAZZ UNITによるジャズコンサー
ト
11月17日㈰1４：00～16：00（13：30開場）
当日先着220人

Ｔ鎌取コミュニティセンター
☎292-6131Ｆ292-6151

土気あすみが丘プラザまつり

秋季消防演習

　土気あすみが丘プラザで活動するサークルの皆さんが、日頃の成
果を披露する発表・展示会のほか、模擬店の出店やフリーマーケット
を行います。ぜひお越しください。
日　時　11月23日㈷・24日㈰10：00～15：00
　　　　（開会式は23日9：30から）
＊�駐車場はありませんので、ご来場の際は公共交通機関をご利用下
さい。

出店者募集　フリーマーケット
日　　時　�11月23日㈷10：00～15：00　雨天中止
会　　場　�土気あすみが丘プラザ駐車場
参加資 格　�区内在住・在勤・在学で20歳以上の方
区　　画　2×2メートル
定　　員　25区画
料　　金　500円
申込方 法　�11月2日㈯9：15から土気あすみが丘プラザで行う、

抽選会に参加（整理券配布は9：00から）。
　　　　　�抽選後、料金をお支払いいただきます。
注意事 項　◦�事業所の参加は受け付けません。
　　　　　◦�食料品の販売はできません。
Ｔ�土気あすみが丘プラザ�☎295-0301�Ｆ295-0350

　秋の全国火災予防運動が11月9日㈯
～15日㈮の間に、実施されます。緑消
防署では、防災意識の高揚を目的とし
た消防演習を実施します。見学は自由
ですので、多くの皆さんの来場をお待
ちしています。
　演習時には消防車
がサイレンを鳴ら
し、消防ヘリコプターも飛来します
が、火災ではありませんので、お間違
いのないようにご注意ください。近く
にお住まいの方にはご迷惑をおかけし
ますが、ご理解をお願いします。
日時　 11月9日㈯8：50～12：00�

荒天中止
会場　 イオンタウンおゆみ野�

(緑区おゆみ野南5-37-1)
内容　 消防演習、消防車両の展示
Ｔ�緑消防署消防課警防係�
☎292-6111�Ｆ292-6279

日　　時　�11月21日㈭10：00～16：30
会　　場　�緑保健福祉センター2階大会議室
内　　容　�認知症サポーターとして、認知症の人やその家

族を支える活動やボランティア活動についての
講義など

対　　象　�区内在住の認知症サポーター養成講座修了者
で、本講座修了後にボランティア活動が可能な
方

　　　　　＊�認知症サポーターとは「認知症サポーター養成
講座」を受講し、オレンジリングをお持ちの方
です。

定　　員　先着20人
申込方法　�電話で、社会福祉協議会緑

区ボランティアセンターへ
そ の 他　�ちばシティポイントの対象

となります。
Ｔ社会福祉協議会緑区ボランティアセンター�
　☎292-8185�Ｆ293-8284
　地域包括ケア推進課�☎245-5267

認知症サポーター 
ステップアップ講座

～ひとつずつ いいね !
で確認 火の用心～

　自治会館等での給水活動
停電により給水できない地域情報を市
に知らせ、自治会館等で給水活動。
　自治会だよりによる情報提供
台風関連情報について、自治会だより臨時号を発行し、
停電で情報が伝わらない家庭へ情報を伝達。
　自治会での見守り活動
高齢者の単身世帯などを中心に臨時訪問を行う、見守
り活動。

台風15号での自治会活動事例

　東日本大震災など、これまでの大規模災害では、町内自治会が大きな力となっていま
す。今回の台風15号でも、区内の多くの町内自治会が災害対応を行い、地域の絆の大切
さが再認識されました。人と人とがつながり、助け合っていく上で、町内自治会の存在
の重要性が高まってきています。
　住みよいまちは、みなさんの手で作るものです。ぜひ町内自治会に加入しましょう！

Ｔ緑区地域振興課地域づくり支援室☎292-8105 Ｆ292-8159

町内自治会とは
　地域の方々が互いに協力し合いながら、住民間での交流や地域課
題の解決を図るため、防犯・防災、清掃活動や夏祭りなどのさまざま
な活動を自主的に行う団体のことです。
　町内自治会に興味のある方は、お住まいの地域の町内自治会、ま
たは【下記】までお問い合わせください。
　また、これから町内自治会を結成したい地域のみなさんへ、結成
のお手伝いも行っております。気軽にお問合せください。

町内自治会に加入しましょう！


